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「法人 e ダイレクト預金 取引規定」新旧対照表 
（改定した主な条項のみ表示しており、下線部分が改定箇所です。） 

旧 新 
第 1 条（法人ｅダイレクト預金口座） 

1. （省略） 
2. 本預金口座は、国内に拠点を有する個人以外

の法人および団体等（以下「法人等」といい
ます。）を対象とし、一社（一団体）一口座
の利用に限ります。 

 
 
 

3. ～5.（省略） 
 
第 3 条（反社会的勢力との取引拒絶） 

1. 本預金口座は、次の各号いずれにも該当しな
い場合に利用することができ、当該各号の一
にでも該当し、お客さまとの本預金口座取引
を継続することが不適切である場合には、当
社は、本預金口座の開設をお断りし、本預金
口座取引を停止し、またはお客さまに通知す
ることにより本預金口座を解約することが
できるものとします。 なお、通知により本
預金口座を解約する場合には、その到達の如
何にかかわらず、当社が解約の通知を最後に
届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時
に解約されたものとします。（以下省略） 

 
 
2. （省略） 

 
 （新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 11 条（口座の解約等） 

1.（省略） 
  （新設） 
   
 
 
 

第 1 条（法人ｅダイレクト預金口座） 
1. （同左） 
2. 本預金口座は、日本国内に住所・居所を有す

る個人以外の法人および団体等（以下「法人
等」といいます。）を対象とし、一社（一団
体）一口座の利用に限ります。なお、所得税
法上の外国法人（以下「外国法人」といいま
す。）に該当する法人は、本預金口座は利用
できません。 

3. ～5.（同左） 
 
第 3 条（反社会的勢力との取引拒絶） 

1. 本預金口座は、次の各号いずれにも該当しな
い場合に利用することができ、当該各号の一
にでも該当し、お客さまとの本預金口座取引
を継続することが不適切である場合には、当
社は、本預金口座の開設をお断りし、本預金
口座取引を停止し、またはお客さまに通知す
ることにより法人 e ダイレクト定期預金に
残高がある場合であっても本預金口座を解
約することができるものとします。 なお、
通知により本預金口座を解約する場合には、
その到達の如何にかかわらず、当社が解約の
通知を最後に届出のあった氏名、住所に宛て
て発信した時に解約されたものとします。
（同左） 

2. （同左） 
 
第 11 条（取引の制限等） 

1. 当社は、お客さまの情報および具体的な取引
の内容等を適切に把握するため、提出期限を
指定して各種確認や資料の提出を求めるこ
とがあります。お客さまから正当な理由なく
指定した期限までに回答いただけない場合
には、預け入れ、払戻し等の本規定に基づく
本預金口座取引の一部を制限することがで
きるものとします。 

2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対す
るお客さまの回答、具体的な取引の内容、お
客さまの説明内容およびその他の事情を考
慮して、当社がマネー･ローンダリング、テ
ロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ
の抵触のおそれがあると判断した場合には、
預け入れ、払戻し等の本規定にもとづく本預
金口座取引の一部を制限することができる
ものとします。 

3. 前 2項に定めるいずれの本預金口座取引の制
限についても、お客さまからの説明等に基づ
き、マネー･ローンダリング、テロ資金供与、
または経済制裁関係法令等への抵触のおそ
れが合理的に解消されたと当社が認める場
合、当社は当該本預金口座取引の制限を解除
します。 

 
第 12 条（口座の解約等） 

1. （省略） 
2. 前項ただし書きにかかわらず、既に本預金口

座取引のあるお客さまが、日本国内に住所・
居所を有さなくなる場合または外国法人に
該当することとなる場合は、事前に当社に届
出のうえ、法人 e ダイレクト定期預金に残高



2 

 

 
 
 

2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当社
は、本預金口座取引を停止し、またはお客さ
まに通知することにより本預金口座を解約
することができるものとします。 

 
 
(1)～(2) （省略） 
（新設） 
 
 
(3) 本預金口座が法令や公序良俗に反する
行為に利用され、またはそのおそれがある
と認められる場合。 

 
(新設) 

 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 

3. 本預金口座が、10 年間お客さまによる利用
がなく、かつ残高が一定の金額を超えること
がない場合には、当社は、本預金口座取引を
停止し、またはお客さまに通知することによ
り本預金口座を解約できるものとします。ま
た、法令に基づく場合にも同様に解約できる
ものとします。 

 
4. 前 2 項により解約された本預金口座に残高

がある場合または本預金口座取引の停止の
解除を求める場合には、当社へ申し出てくだ
さい。この場合、当社は相当の期間をおき、
必要な書類等の提出または保証人を求める
ことがあります。 

5. 本規定に基づく手数料の支払がなかった場
合には、当社は本預金口座取引を停止し、ま
たはお客さまに通知することにより本預金
口座を解約することができるものとします。 

 
  

6. 第 3 項または前項に基づき通知により本預
金口座を解約する場合において、届出の住所
または電子メールアドレスに宛てて当社が
通知を書面または電子メールにより発信し
た場合には、延着し、又は到着しなかった場
合でも、通常到達すべき時に到達したものと
みなします。 

 
（新設） 
 
 
 
 

がある場合であっても、前項に規定された手
続きに基づき本預金口座を解約していただ
きます。 

3. 次の各号の一にでも該当した場合には、当社
は、本預金口座取引を停止し、またはお客さ
まに通知することにより法人 e ダイレクト
定期預金に残高がある場合であっても本預
金口座を解約することができるものとしま
す。 

(1)～(2) （同左） 
(3) お客さまが日本国内に住所・居所を有さ
ないまたは外国法人に該当すると当社が判
断した場合。 

(4) 本預金口座もしくは本預金口座に預け入
れの預金が法令や公序良俗に反する行為に
利用され、またはそのおそれがあると認め
られる場合。 

(5)当社が法令で定める本人確認等の確認を
行うにあたってお客さまについて確認した
事項および前条第 1 項に定めるお客さまの
情報等の各種確認やお客さまから提出され
た資料に関して、偽りがあることが明らか
になった場合。 

(6)本預金口座もしくは本預金口座に預け入
れの預金がマネー･ローンダリング、テロ資
金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取
引に利用され、またはそのおそれがあると
合理的にみとめられる場合。 

(7)前条に定める本預金口座取引等の制限に
係る事象が 1 年以上にわたって解消されな
い場合。 

4. 本預金口座が、当社が定める一定期間お客さ
まによる利用がなく、かつ本預金口座の預け
入れの預金残高が当社の定める一定の金額
を超えることがない場合には、当社は、本預
金口座取引を停止し、またはお客さまに通知
することにより本預金口座を解約できるも
のとします。また、法令に基づく場合にも同
様に解約できるものとします。 

5. 前 2 項により解約された本預金口座の預け
入れの預金残高がある場合または本預金口
座取引の停止の解除を求める場合には、当社
へ申し出てください。この場合、当社は相当
の期間をおき、必要な書類等の提出または保
証人を求めることがあります。 

6. 本規定に基づく手数料の支払がなかった場
合には、当社は本預金口座取引を停止し、ま
たはお客さまに通知することにより法人 e
ダイレクト定期預金に残高がある場合であ
っても本預金口座を解約することができる
ものとします。  

7. 第 3 項、第 4 項または前項に基づき通知によ
り本預金口座を解約する場合において、届出
の住所または電子メールアドレスに宛てて
当社が通知を書面または電子メールにより
発信した場合には、延着し、又は到着しなか
った場合でも、通常到達すべき時に到達した
ものとみなします。 

 
第 18 条（休眠預金等代替金に関する取扱）  

1. 1. 本預金口座に預け入れの預金について長
期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に
もとづき本預金口座に預け入れの預金に係
る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構
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第 18 条（規定の変更）  
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化
その他の理由により、本規定および第 1 条第 5
項で掲げる規定を変更する必要があるときは、
当社は、変更内容について店頭・ウェブサイト
上での掲示や郵送・電子メールなどの適宜の方
法で告知することにより、これを変更すること
ができるものとします。なお、変更日以降は、
変更後の内容に従い取り扱います。 

 （新設） 
 
 
 

に対する休眠預金等代替金債権を有するこ
とになります。 

2. 2.前項の場合、お客さまは、当社を通じて本
預金口座に預け入れの預金に係る休眠預金
等代替金債権の支払を請求することができ
ます。この場合において、当社が承諾したと
きは、お客さまは、当社に対して有していた
預金債権を取得する方法によって、休眠預金
等代替金債権の支払を受けることができま
す。 

3. 3.本条各項については、休眠預金等活用法に
もとづき本預金口座に預け入れの預金に係
る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約
をした場合であっても存続するものとしま
す。 

 
第 20 条（規定の変更）  

1. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変
化その他の理由により、本規定および第 1
条第 5 項で掲げる規定を変更する必要があ
るときは、当社は、変更内容について店頭・
ウェブサイト上での掲示や郵送・電子メール
などの適宜の方法で告知することにより、こ
れを変更することができるものとします。 

 
2. 前項の変更は、告知の際に定める適用開始日

から適用されるものとします。 
 
 

 


